
【ウーマンズレギンス】

　■158㎝以下級 （12名）

NO ローマ字 選手からのコメント

1 荒木 久美 アラキ ヒサミ ARAKI HISAMI 素敵なステージで輝きたいです。

2 石川 真規子 イシカワ マキコ ishikawa makiko

なかなか大会敷居が高いようなイメージがありましたが今回ウーマンズレギンスカテゴ

リーを知り、出場決めました。大会まで3週間とギリギリですが精一杯頑張りたいと思

います。

3 鵜川 美羽子 ウカワ ミウコ Ukawa Miuko

4 榎戸 博子 エノキド ヒロコ Enokido Hiroko
ヘアメイクから究極のビューティーを創造していたらボディメイクにたどり着きまし

た。毎日メイクアップするようにトレーニングです。

5 Cabusas Clarisa カブサス クラリサ Cabusas Clarisa Donayre
トレーニング歴4年で初めて大会に出場します。頑張りますので皆さん応援して下さ

い！！

6 神戸 レナ カンベ レナ Kambe Rena
顎変形症(がくへんけいしょう)という噛み合わせの病気で歯列矯正後、外科手術を行う

為その手術前と後に大会にチャレンジしてみたいと思い参加しました。

7 小儀 有理 コギ ユリ Kogi Yuri
人生で2度目の大会参加です！前回は新人戦に参加しましたがまだまだ上に行きたいの

で、今回は1位目指して頑張ります！！！

8 小島 英子 コジマ エイコ EIKO KOJIMA

9 澁谷 実加 シブヤ ミカ Mika Shibuya 筋肉は一生物のドレス！

10 清水 まさ枝 シミズ マサエ Shimizu Masae
初めて出場します。これからの自分を考える為に頑張ってみよう、できるとこまで頑

張ってみようと応募しました。宜しくお願いします。

11 須佐 純子 スサ ジュンコ junko susa

2度目の緊急事態宣言で、たるんだ身体に、トレーニングスイッチが入り、きちんとト

レーニングすれば筋肉はつく！筋肉は裏切らない！それが楽しくて楽しくて！その成果

が結果として残せたら最高です！よろしくお願いします。

12 デルロザリオ麻衣 デルロザリオマイ Delrosario Mai
ずっとチャレンジしてみたかったボディコンテスト！35の歳で挑戦すると決めていた

ので、今回どんな自分に出会えるかすごく楽しみです！

　■163㎝以下級 （7名）

NO ローマ字 選手からのコメント

13 井上 琳 イノウエ リン Rin Inoue This is who I am and what I enjoy in life.      好きな事をし、ありのままの私を好きに

14 勝見 日出子 カツミ ヒデコ Katsumi Hideko トレーニング始めて1年半初めて、コンテストに参加します頑張ります!

15 木原 奈美子 キハラ ナミコ Kihara Namiko このような大会に出場するのは初めてですが、全力で挑みます！！

16 堀田 里華 ホッタ リカ Hotta Licca

ボディパンプのインストラクターをしておりますが、華奢な身体がコンプレックスでし

た。増量に苦労しつつもトレーニングをしてきた成果を見せたいと思い、出場を決めま

した。

17 三葛 真未 ミカツラ マミ Mikatsura Mami
自分と向き合う時間が増えた昨今、トレーニングの目標が欲しくて応募しました。人生

初めての大会は１度きりしかないので、悔いのないようベストを尽くして頑張ります！

18 室橋 利江 ムロハシ トシエ Toshie Murohashi
こんな時期だからこそ心も身体も健康に！楽しくトレーニングしたいと思います！当日

も宜しくお願いします！！

19 山崎 耀子 ヤマザキ ヨウコ Yoko Yamazaki

　■163㎝超級 （8名）

NO ローマ字 選手からのコメント

20 宇野 あゆみ ウノ アユミ Ayumi Uno
初めての出場でとても緊張しますが、日々のトレーニングの成果を出せるように頑張り

ます！(笑顔(^o^))

21 大里 愛美 オオサト マナミ Osato Manami 大会は初めてで緊張しますが、最高の笑顔でステージに立ちたいです！楽しみます

22 田尻 美樹 タジリ ミキ Tajiri Miki
50代最後の歳なので、思い出に何かに出場と思ってたところ、このカテゴリーを知っ

て頑張って出ようと思いました。

23 中村 藍 ナカムラ アイ NAKAMURA AI JAPAN CUPに出場できるよう頑張ります。

24 藤野 裕子 フジノ ユウコ Fujino Yuko 初めて大会に出場します。まずは入賞をめざしてがんばります！

25 宮後 智美 ミヤウシロ トモミ Miyaushiro Tomomi
大会初出場です。人生をよりよくするため、自己成長したくエントリーさせていただき

ました。よろしくお願い致します。

26 弓削田 里穂 ユゲタ リホ Riho Yugeta

27 本池 さくら モトイケ サクラ Motoike Sakura はじめてのコンテスト緊張しますが、楽しみます！

【メンズタンクトップ】

　■168㎝以下級 （2名）

NO ローマ字 選手からのコメント

29 菊池 健太 キクチ ケンタ kikuchi kenta ピックアップ目指して最高の自分を観せます！

　■172㎝以下級 （2名）

NO ローマ字 選手からのコメント

30 後藤 俊光 ゴトウ トシミツ goto toshimitsu

31 後藤 庸志 ゴトウ ヨウジ Goto Yoji まだまだ線は細いですが、去年の自分を超えたいです。

　■176㎝超級 （1名）

NO ローマ字 選手からのコメント

32 林 健太 ハヤシ ケンタ Kenta Hayashi

【ビキニフィットネス】

　■35歳未満158㎝以下級 （1名）

NO ローマ字 選手からのコメント

33 リュウ エンタン リュウ エンタン Long wandan

　■35歳未満163㎝以下級 （1名）

氏名 カタカナ
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氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



NO ローマ字 選手からのコメント

34 渡辺 京 ワタナベ キョウ WATANABE KYO

　■35歳未満163㎝超級 （3名）

NO ローマ字 選手からのコメント

35 片岡 彩香 カタオカ アヤカ KATAOKA AYAKA

36 宮後 智美 ミヤウシロ トモミ Miyaushiro Tomomi
大会出場初めてです。人生をよりよくするため、自己成長をしたく出場を決めました。

よろしくお願い致します。

37 本池 さくら モトイケ サクラ Motoike Sakura はじめてのコンテスト緊張しますが、楽しみます！

　■35歳以上160㎝以下級 （3名）

NO ローマ字 選手からのコメント

38 中村 由希絵 ナカムラ ユキエ Nakamura Yukie

大会二年目の今年も引き続きコロナ禍での開催となり、出場をギリギリまで検討してい

ましたが、やはり後悔したくないという思いから出場を決意致しました。貴重な機会を

設けて頂き、感謝の気持ちと共に、更なる経験を積んでいきたいと思っております。

39 松藤 寛美 マツフジ ヒロミ Matsufuji Hiromi 全力で頑張ります！そして全力で楽しみます！

40 和田 実季 ワダ ミキ Wada Miki 楽しんで大会に出たいと思います。頑張ります！

　■35歳以上160㎝超級 （2名）

NO ローマ字 選手からのコメント

41 伊藤 真実 イトウ マナミ Manami Ito

42 大高 洋子 オオタカ ヨウコ Yoko Otaka
新たな仕事をスタート毎日がステップアップの為に、又、新たな自分に出会う為に出場

をきめました。努力の成果を舞台で発揮したいです。

　■大学生の部 （1名）

NO ローマ字 選手からのコメント

43 ローランド ノエル ローランド ノエル Rowland Noelle ダイエットのモチベを上げるために初参加を決意しました！よろしくお願いします！

【メンズフィジーク】

　■168㎝以下級 （22名）

NO ローマ字 選手からのコメント

44 菊池 健太 キクチ ケンタ kikuchi kenta ピックアップ目指して最高の自分を観せます！

45 橋本 祐樹 ハシモト ユウキ Hasimoto Yuki よろしくお願いします。

46 栗原 望 クリハラ ノゾミ Kurihara Nozomi トレ歴２年半ですが、がんばります。

47 高津 翔 タカツ ショウ takatsu sho 全力で頑張ります

48 松本 尚輝 マツモト ナオキ Matsumoto Naoki 優勝目指してがんばるぞい！

49 大澤 純 オオサワ ジュン Osawa Jun 初めてですが、笑顔を絶やさず頑張ります！

50 中島 正晴 ナカシマ マサハル Nakashima Masaharu

51 島根 豊 シマネ ユタカ Shimane Yutaka 去年優勝出来たのでまた優勝したいです。

52 徳重 周太 トクシゲ シュウタ Tokushige shuta 頑張りマッスル！a.k.aフィットリーマン

53 飯塚 啓祐 イイヅカ ケイスケ Iizuka Keisuke

54 木下 綾 キノシタ リョウ Kinoshita Ryo

55 鈴木 隆司 スズキ リュウジ Suzuki Ryuji 優勝あるのみ

56 浅川 豊 アサカワ ユタカ Asakawa Yutaka フィジーク、ボディービル初出場です。よろしくお願いします。

57 菊地 賢 キクチ タケシ Kikuchi Takeshi フィジーク初出場になります。

58 長島 義満 ナガシマ ヨシミツ NAGASHIMA YOSHIMITSU 猪突猛進～

59 加藤 翔 カトウ ショウ Sho Kato

60 宮澤 誠治 ミヤザワ セイジ Miyazawa Seiji 僕の体は妻の作る料理でできています！ありがとう！

61 弦巻 光洋 ツルマキ ミツヒロ TSURUMAKI MITSUHIRO 初めてフィジーク頑張ります。あー フェス行きたい。

62 柏熊 隆成 カシワクマ リュウセイ kashiwakuma ryusei 初フィジーク、胸を借りるつもりで頑張ります

63 福谷 亮介 フクタニ リョウスケ FUKUTANI RYOSUKE

64 箕輪 光喜 ミノワ コウキ Minowa Koki
初めての大会出場です。どのくらいまで自分を追い込めるのかここから勝負だと思って

います。出場するからには良い結果を残したいと思います。よろしくお願いします。

65 閔 俊泓 ミン トシヲ Min Toshiwo

　■172㎝以下級 （23名）

NO ローマ字 選手からのコメント

66 横井 俊介 ヨコイ シュンスケ Yokoi Shunsuke

67 岩品 宅真 イワシナ タクマ IWASHINA TAKUMA

68 喜多 康平 キタ コウヘイ Kita Kohei 入賞目指して頑張ります。

69 近藤 良起 コンドウ ヨシキ Kondo Yoshiki 頑張ります！

70 後藤 俊光 ゴトウ トシミツ goto toshimitsu

71 後藤 庸志 ゴトウ ヨウジ Goto Yoji まだまだ線は細いですが、去年の自分を超えたいです。

72 大木 康輔 オオキ コウスケ kou0321oki@gmail.com 全力で楽しませていただきます。よろしくお願いします。

73 塚原 涼太 ツカハラ リョウタ Tsukahara Ryota 頑張ります！

74 矢島 誠也 ヤジマ セイヤ YAJIMA SEIYA 初のマッスルゲート楽しみます！

75 林 哲也 ハヤシ テツヤ Hayashi Tetsuya
初めての大会で緊張しています！でも出るからにはトコトントレーニングして最高の体

に仕上げたいきますマッチョな保育士になるために頑張ります！！

76 濱崎 航介 ハマサキ コウスケ HAMASAKI KOSUKE
日々のトレーニングの積み重ねで、身体を作ってきました。本日はよろしくお願い致し

ます

77 山田 颯 ヤマダ ハヤテ Yamada Hayate

78 山本 倫也 ヤマモト トモナリ Tomonari Yamamoto ベストを尽くします

79 竹ヶ原 陸 タケガハラ リク Takegahara Riku 美しいポージングを目指します。

80 長堂 嘉寿将 ナガドウ カズマサ Nagado Kazumasa こんなご時世でもボディビルが出来ることに感謝して、楽しみたいと思います。

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



81 久多良木 賢 クタラギ ケン Kutaragi Ken 初めてのマッスルゲート、心して挑みます！

82 荒井 政穂 アライ カズホ KAZUHO ARAI フィジーク初挑戦なので精一杯頑張ります！

83 佐々木 剛 ササキ ゴウ sasaki go

84 浅香 俊一 アサカ シュンイチ Asaka Shunichi

2020年6月からトレーニングを開始して大会当日がちょうど丸一年となります。周りの

サポートにより、2020年の年末にコンテストに出場すると決意しこの日まで過去一番

努力して来た成果をコンテストを楽しみながら発揮したいと思います。

85 湯浅 敬太 ユアサ ケイタ Yuasa Keita 絶対に負けられない戦いがそこにある。

86 鈴木 仁也 スズキ ヒトナ Suzuki Hitona 初出場で緊張しますが頑張ります！

87 川崎 友昭 カワサキ トモアキ Kawasaki Tomoaki 頑張りマッスル～！

88 山田 和孝 ヤマダ カズタカ Yamada Kazutaka 長い間ご協力ありがとうございました！

　■176㎝以下級 （22名）

NO ローマ字 選手からのコメント

89 永田 大智 ナガタ ダイチ NAGATA DAICHI フィジーク初挑戦ですが頑張ります

90 外山 海斗 トヤマ カイト Toyama Kaito

91 原 彩生 ハラ アヤオ Ｈara Ａyao

92 荒木 健太郎 アラキ ケンタロウ ARAKI KENTARO 優勝目指して頑張ります

93 今村 克哉 イマムラ カツヤ Imamura Katsuya 優勝一択

94 佐久間 和貴 サクマ カズキ SAKUMA  KAZUKI

95 三永 隼人 ミツナガ ハヤト Mitsunaga Hayato パワーリフティング との二刀流目指して頑張ります！

96 小保方 翔大 オボカタ ショウタ Obokata Shota

97 小林 祐太 コバヤシ ユウタ Yuta Kobayashi

98 赤井 駿介 アカイ シュンスケ Akai Syunsuke 精一杯頑張ります。

99 赤平 基 アカヒラ モトキ Akahira Motoki

100 谷崎 淳之 タニザキ アツユキ Tanizaki Atsuyuki

101 中島 健 ナカシマ タケシ nakashima takeshi

102 川崎 友大 カワサキ ユウタ kawasaki yuta 優勝目指して頑張ります！

103 山口 翔矢 ヤマグチ ショウヤ Yamaguchi Shoya
ボディビル、フィジークとのダブルエントリーです。隙のない仕上がりでステージに立

ちますので応援の程よろしくお願いします！

104 宇賀神 遼 ウガジン リョウ Ugajin Ryo

105 高橋 隼人 タカハシ ハヤト Takahashi Hayato 全力で頑張ります

106 佐々木 海斗 ササキ カイト Sasaki Kaito 楽しみます

107 信太 翔 ノブタ ショウ Nobuta Sho

108 長谷川 友紀 ハセガワ ユウキ hasegawa yuki 人生初出場！選手をはじめ大会関係者の皆様に恥じない体で頑張ります！

109 渡邊 隼斗 ワタナベ ハヤト Watanabe Hayato

110 飯塚 俊 イイヅカ シュン Iizuka Shun 雅さんに会いに来ました。初コンテスト楽しみたいです。

　■176㎝超級 （16名）

NO ローマ字 選手からのコメント

111 ヴァーゴ ブランドン ヴァーゴ ブランドン Virgo Brandon

112 阿部 周太 アベ シュウタ ABE SHUTA

113 衣川 航平 キヌガワ コウヘイ Kohei Kinugawa
初めてのコンテストです。5年間のトレーニングの集大成と思って出し切ります。よろ

しくお願い致します。

114 穴見 一佐 アナミ カズサ KAZUSA ANAMI お手合わせよろしくお願いいたします。

115 三森 大輔 ミモリ ダイスケ Mimori Daisuke ボディービルして大会を楽しみたいです!!

116 川井 弘太 カワイ コウタ Kawai Kouta
コロナ禍で大変な中、自分達の努力した結果を披露する場を設けてくださり、嬉しく思

います！頑張ります！

117 池田 開人 イケダ カイト Ikeda Kaito 去年のリベンジをして優勝します！

118 鳥飼 純平 トリカイ ジュンペイ Torikai Junpei

119 飯沼 憲吾 イイヌマ ケンゴ Kengo Iinuma

120 木村 優二 キムラ ユウジ Yuji Kimura

121 磯 務 イソ ツトム Iso Tsutomu とにかく楽しむ

122 近藤 祐貴 コンドウ ユウキ Kondo Yuki 初めての大会なので、とても緊張しております！頑張ります！

123 佐藤 和弥 サトウ カズヤ Sato Kazuya

124 小山 広将 コヤマ ヒロマサ Koyama Hiromasa 頑張ります！

125 川辺 基弘 カワベ モトヒロ Kawabe Motohiro 初の大会で緊張しますが、悔いのないよう頑張りたいと思います。

126 林 健太 ハヤシ ケンタ Kenta Hayashi

　■マスターズ172㎝以下級 （8名）

NO ローマ字 選手からのコメント

127 巻田 善幸 マキタ ヨシユキ Yoshiyuki Makita 年ですが頑張ります。

128 本田 茂 ホンダ シゲル HONDA SHIGERU 宜しくお願い致します。

129 鈴木 秀友 スズキ ヒデトモ Hidetomo Suzuki

130 鷲巣 路明 ワシズ ミチアキ Washizu Michiaki

131 廣橋 誠 ヒロハシ マコト Hirohashi Makoto
全力でトレーニングし、全力で調整し、MUSCLE GATEを楽しみます。よろしくお願

いいたします。

132 中村 晋一 ナカムラ シンイチ Nakamura Shinichi 初めての方も参加になります。入賞できるように頑張ります。

133 菊地 賢 キクチ タケシ Kikuchi Takeshi フィジーク初出場になります。

134 長島 義満 ナガシマ ヨシミツ NAGASHIMA YOSHIMITSU 猪突猛進～

　■マスターズ172㎝超級 （5名）

NO ローマ字 選手からのコメント

135 伊野 隆洋 イノ タカヒロ Takahiro Ino ゴールドジム入会から3年、自分なりにトレーニングしてきた成果を出したいです！

136 屋代 貴久 ヤシロ タカヒサ Yashiro Takahisa ライバルは去年の自分

137 宮下 潤 ミヤシタ ジュン Miyashita Jun 2021年シーズンの初戦、頑張ります。

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



138 菅 明宏 カン アキヒロ Kan Akihiro
初めてフィジークの大会に出場します。まだまだ筋肉量が少ないですが自分へのチャレ

ンジとして頑張ります。

139 植村 明 ウエムラ アキラ UEMURA AKIRA 3カテゴリーそれぞれの挑戦、楽しめたらと、思います！

　■新人の部172㎝以下級 （31名）

NO ローマ字 選手からのコメント

140 中村 晋一 ナカムラ シンイチ Nakamura Shinichi 初めての方も参加になります。入賞できるように頑張ります。

141 加藤 翔 カトウ ショウ Sho Kato

142 宮澤 誠治 ミヤザワ セイジ Miyazawa Seiji 僕の体は妻の作る料理でできています！ありがとう！

143 弦巻 光洋 ツルマキ ミツヒロ TSURUMAKI MITSUHIRO 初めてフィジーク頑張ります。あー フェス行きたい。

144 柏熊 隆成 カシワクマ リュウセイ kashiwakuma ryusei 初フィジーク、胸を借りるつもりで頑張ります

145 福谷 亮介 フクタニ リョウスケ FUKUTANI RYOSUKE

146 箕輪 光喜 ミノワ コウキ Minowa Koki
初めての大会出場です。どのくらいまで自分を追い込めるのかここから勝負だと思って

います。出場するからには良い結果を残したいと思います。よろしくお願いします。

147 閔 俊泓 ミン トシヲ Min Toshiwo

148 久多良木 賢 クタラギ ケン Kutaragi Ken 初めてのマッスルゲート、心して挑みます！

149 荒井 政穂 アライ カズホ KAZUHO ARAI フィジーク初挑戦なので精一杯頑張ります！

150 佐々木 剛 ササキ ゴウ sasaki go

151 浅香 俊一 アサカ シュンイチ Asaka Shunichi

2020年6月からトレーニングを開始して大会当日がちょうど丸一年となります。周りの

サポートにより、2020年の年末にコンテストに出場すると決意しこの日まで過去一番

努力して来た成果をコンテストを楽しみながら発揮したいと思います。

152 湯浅 敬太 ユアサ ケイタ Yuasa Keita 絶対に負けられない戦いがそこにある。

153 鈴木 仁也 スズキ ヒトナ Suzuki Hitona 初出場で緊張しますが頑張ります！

154 阿部 瑞樹 アベ ミズキ Abe Mizuki はじめてのコンテスト楽しみます！

155 塩川 涼馬 シオカワ リョウマ Shiokawa Ryouma

小さい頃から体型に悩まされていてずっと自信ががなく生きてきましたが筋トレのおか

げで少しは自信がついたのでこの大会で優勝をしてすごい自信をつけたいですし周りを

圧倒させたいです。精一杯頑張りますよろしくお願いします。

156 光瀬 昌也 ミツセ マサヤ Masaya Mitsuse はじめての大会で緊張しておりますが、精一杯頑張ります！

157 高原 俊 タカハラ シュン TAKAHARA  SHUN

158 坂江 一希 サカエ カズキ Sakae Kazuki 勝つために来たのではない。自分のベストを披露しに来たんだ。

159 桜庭 聡 サクラバ サトシ Sakuraba Satoshi 初めて参加ですが、よろしくお願いします。

160 山根 佳 ヤマネ ケイ yamane kei

161 小林 昂生 コバヤシ コウセイ Kobayashi Kosei 初出場です。頑張ります。

162 青木 優真 アオキ ユウマ Aoki Yuma

163 大熊 健太 オオクマ ケンタ Ookuma Kenta 優勝目指して頑張ります！

164 大庭 裕章 オオバ ヒロアキ Oba Hiroaki

165 津田 拓磨 ツダ タクマ Tsuda Takuma 今回が初参加です。今までのトレーニングの成果を発揮します！！

166 齋藤 信一 サイトウ シンイチ saitoushinichi 30過ぎても現役です

167 大塚 一輝 オオツカ カズキ Otsuka Kazuki チャレンジさせていただけることに感謝して頑張ります。

168 笠間 敦 カサマ アツシ Kasama Atushi ヘルニア持ちでも勝ってみせます

169 笹本 佳男 ササモト ヨシオ Sasamoto Yoshio 初出場、緊張しますが頑張ります！

170 山田 和孝 ヤマダ カズタカ Yamada Kazutaka 長い間ご協力ありがとうございました！

　■新人の部172㎝超級 （36名）

NO ローマ字 選手からのコメント

171 宇賀神 遼 ウガジン リョウ Ugajin Ryo

172 高橋 隼人 タカハシ ハヤト Takahashi Hayato 全力で頑張ります

173 佐々木 海斗 ササキ カイト Sasaki Kaito 楽しみます

174 信太 翔 ノブタ ショウ Nobuta Sho

175 長谷川 友紀 ハセガワ ユウキ hasegawa yuki 人生初出場！選手をはじめ大会関係者の皆様に恥じない体で頑張ります！

176 渡邊 隼斗 ワタナベ ハヤト Watanabe Hayato

177 飯塚 俊 イイヅカ シュン Iizuka Shun 雅さんに会いに来ました。初コンテスト楽しみたいです。

178 磯 務 イソ ツトム Iso Tsutomu とにかく楽しむ

179 近藤 祐貴 コンドウ ユウキ Kondo Yuki 初めての大会なので、とても緊張しております！頑張ります！

180 佐藤 和弥 サトウ カズヤ Sato Kazuya

181 小山 広将 コヤマ ヒロマサ Koyama Hiromasa 頑張ります！

182 川辺 基弘 カワベ モトヒロ Kawabe Motohiro 初の大会で緊張しますが、悔いのないよう頑張りたいと思います。

183 林 健太 ハヤシ ケンタ Kenta Hayashi

184 チョン ヨンウ チョン ヨンウ Cheng YONGWOO 足りないかもしれませんが、自分を客観的に見て発展したくて大会に参加しました。

185 皆葉 裕嗣 ミナバ ユウジ Minaba Yuji 初めてのコンテストなので頑張ります

186 梶浦 二郎 カジウラ ジロウ Kajiura Jiro

187 久保 陽平 クボ ヨウヘイ Yohei Kubi 終わったら倒れる迄お酒を飲みます。

188 橋本 貴大 ハシモト タカヒロ Hashimoto Takahiro 上腕三頭筋に自信があります

190 窪寺 崇 クボデラ タカシ kubodera  takashi やるか、やるか

191 坂口 智志 サカグチ サトシ Satoshi Sakaguchi

192 山岡 幸英 ヤマオカ ユキヒデ YAMAOKA YUKIHIDE

初めてのボディコンテストです。トレーニングの成果をコンテストという場で評価して

いただけるのは、とても楽しみです。しっかり調整して、よい結果が残せるようにした

いと思います。

193 山崎 健司 ヤマザキ ケンジ Yamazaki Kenji

194 山田 慎二 ヤマダ シンジ Yamada Shinji 初めてのフィジーク挑戦です。がんばります！

195 小笠原 圭祐 オガサワラ ケイスケ Ogasawara Keisuke 気合いだけなら世界一

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



196 小島 英敬 コジマ ヒデアキ Ｋojima Hideaki
初挑戦です！今現在の自分を知りたいがため出場を決めました！よろしくお願い致しま

す！

197 松土 海斗 マツド カイト Matsudo Kaito
大会まで様々な人に支えていただき、今日恩返しができるように全力を尽くして勝ちに

いきます！

198 千葉 悟史 チバ サトシ Chiba Satoshi

筋トレを始めて2年‥筋トレする前は、職場の後輩に見た目が40代後半と言われ今は20

代後半まで持ち直しました。今回初舞台にのぞみます。千葉県千葉市出身、好きな食べ

物はミルフィーユです。

199 大黒 凌 ダイコク リョウ Daikoku Ryo

200 大西 浩平 オオニシ コウヘイ Onishi Kohei 順位に関係なく、自分史上最高の体でステージに立てるように頑張ります

201 猪瀬 雄大 イノセ ユウタ Inose Yuta メンズフィジーク初挑戦となります。よろしくお願いします。

202 土橋 浩夢 ドバシ ヒロム Dobashi Hiromu

203 福井 清成 フクイ キヨナリ Fukui Kiyonari

204 李 とん リ トン Li Tong がんばります

205 伊藤 圭吾 イトウ ケイゴ keigo Ito

206 塚本 英樹 ツカモト エイキ Tsukamoto Eiki 初めての大会なので、悔いのないよう精一杯頑張ります。

　■大学生の部 （5名）

NO ローマ字 選手からのコメント

207 川崎 友昭 カワサキ トモアキ Kawasaki Tomoaki 頑張りマッスル～！

208 伊藤 圭吾 イトウ ケイゴ keigo Ito

209 塚本 英樹 ツカモト エイキ Tsukamoto Eiki 初めての大会なので、悔いのないよう精一杯頑張ります。

210 奥田 聖也 オクダ セイヤ Okuda Seiya

211 境 和也 サカイ カズヤ Sakai Kazuya

【クラシックフィジーク】

　■168㎝以下級 （3名）

NO ローマ字 選手からのコメント

212 成田 舜吾 ナリタ シュンゴ Narita Shungo

213 加藤 光 カトウ ヒカル Kato Hikaru 文武両道頑張ります！見に来て頂いた方有難うございます。

214 松本 尚輝 マツモト ナオキ Matsumoto Naoki 優勝目指してがんばるぞい！

　■175㎝以下級 （5名）

NO ローマ字 選手からのコメント

215 鈴木 文吾 スズキ ブンゴ Suzuki Bungo 何処かで、誰かが、meの筋肉美を観てくれている…ムフフ…行くぜ

216 上野 倫弘 ウエノ トモヒロ Ueno Tomohiro

217 山田 颯 ヤマダ ハヤテ Yamada Hayate

218 川崎 友大 カワサキ ユウタ kawasaki yuta 優勝目指して頑張ります！

219 高山 寛史 タカヤマ ヒロシ Takayama Hiroshi 初めての大会ですが、胸を張って全力を出し切ります。

　■175㎝超級 （6名）

NO ローマ字 選手からのコメント

220 坂上 泰斗 サカウエ タイト Sakaue Taito

221 中溝 瑛一朗 ナカミゾ エイイチロウ NAKAMIZO EIICHIRO 過去最高のプロポーションで挑みます！

222 植村 明 ウエムラ アキラ UEMURA AKIRA 3カテゴリーそれぞれの挑戦、楽しめたらと、思います！

223 阿久津 祐治 アクツ ユウジ Akutsu Yuji ボディコンテスト初めてですが頑張ります。

224 馬場 真 ババ マコト BABA MAKOTO

225 宇賀神 遼 ウガジン リョウ Ugajin Ryo

　■新人の部 （12名）

NO ローマ字 選手からのコメント

226 高山 寛史 タカヤマ ヒロシ Takayama Hiroshi 初めての大会ですが、胸を張って全力を出し切ります。

227 阿久津 祐治 アクツ ユウジ Akutsu Yuji ボディコンテスト初めてですが頑張ります。

228 馬場 真 ババ マコト BABA MAKOTO

229 宇賀神 遼 ウガジン リョウ Ugajin Ryo

230 西中 康太 ニシナカ コウタ Nishinaka Kota

231 加藤 真也 カトウ シンヤ kato Shinya 新人らしい張り切って行きます

232 星 正成 ホシ マサシゲ masashige hoshi

233 山本 剛大 ヤマモト タケヒロ Yamamoto Takehiro
5/3がボディビルデビュー戦で今回が2戦目になります。師匠と共に優勝を狙います。

宜しくお願い致します。

234 原 彩生 ハラ アヤオ Ｈara Ａyao

235 谷崎 淳之 タニザキ アツユキ Tanizaki Atsuyuki

236 坂江 一希 サカエ カズキ Sakae Kazuki 勝つために来たのではない。自分のベストを披露しに来たんだ。

237 山岡 幸英 ヤマオカ ユキヒデ YAMAOKA YUKIHIDE

初めてのボディコンテストです。トレーニングの成果をコンテストという場で評価して

いただけるのは、とても楽しみです。しっかり調整して、よい結果が残せるようにした

いと思います。

323 川崎 友大 カワサキ ユウタ kawasaki yuta

　■大学生の部 （2名）

NO ローマ字 選手からのコメント

238 高山 寛史 タカヤマ ヒロシ Takayama Hiroshi 初めての大会ですが、胸を張って全力を出し切ります。

239 奥田 聖也 オクダ セイヤ Okuda Seiya

【ボディフィットネス】 （5名）

NO ローマ字 選手からのコメント

240 池守 典子 イケモリ ノリコ Ikemori Noriko 自身がどのくらいまで成長できているか挑戦したいです。

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



241 大岩 典子 オオイワ ノリコ Oiwa Noriko
昨年は大会出場できなかったので、2年ぶりのステージとなります。日々積み重ねてき

た体づくりの成果を精一杯出し切りたいと思います。

242 片石 かおり カタイシ カオリ Kataishi Kaori
日頃のトレーニング成果を大会で発揮して今後のモチベーションアップに繋げて行きた

いと思っています。

243 篠原 ゆかり シノハラ ユカリ Shinohara Yukari このような事態の中、大会を開催していただけることに感謝して頑張ります！

244 柴田 栄子 シバタ エイコ Shibata Eiko

【女子フィジーク】 （4名）

NO ローマ字 選手からのコメント

245 飯山 律子 イイヤマ リツコ Iiyama  Ritsuko しっかり頑張ります

246 伊藤 聡子 イトウ サトコ ITO SATOKO
理想の身体を目指し、楽しくトレーニングしています。自分の身体との対話が楽しくて

仕方ないです。自分らしく頑張ります!

247 大久保 智美 オオクボ サトミ Okubo Satomi 笑顔で楽しく頑張ります！

248 永井 真知子 ナガイ マチコ Nagai Machiko

【ボディビル】

　■65kｇ以下級 （21名）

NO ローマ字 選手からのコメント

249 岡田 翔 オカダ カケル OKADA KAKERU 頑張ります！

250 加藤 光 カトウ ヒカル Kato Hikaru 文武両道頑張ります！見に来て頂いた方有難うございます。

251 加藤 真也 カトウ シンヤ kato Shinya 新人らしい張り切って行きます

252 喜久川 政吾 キクカワ ショウゴ Kikukawa Shogo

253 見城 理 ケンジョウ オサム KENJO OSAMU

254 山田 佑一 ヤマダ ユウイチ Yamada Yuichi 精一杯頑張ります！

255 山田 颯 ヤマダ ハヤテ Yamada Hayate

256 小山 勝 コヤマ マサル Koyama Masaru
昨年マッスルゲートに参加させていただき、今年も舞台に立つ感動を味わいたく挑戦し

ます！

257 小野寺 翔 オノデラ ショウ Onodera Sho

258 森 丈宙 モリ タケオキ Mori Takeoki Mr.yakitori

259 成田 健介 ナリタ ケンスケ NARITA KENSUKE 頑張ります！！

260 星 正成 ホシ マサシゲ masashige hoshi

261 川上 朋哉 カワカミ トモヤ Kawakami Tomoya

262 浅田 和舞 アサダ カズマ Asada Kazuma

263 内山 章 ウチヤマ アキラ Uchiyama Akira 負荷は多大なる愛情 痛みは壮大な喜び

264 米山 夕貴 ヨネヤマ ユウキ Yonex.and.komex Yuki 負荷は愛情！痛みは喜び！

265 鈴木 隆司 スズキ リュウジ Suzuki Ryuji 優勝あるのみ

266 鈴木 隆太 スズキ リュウタ RYUTA SUZUKI

267 田中 久也 タナカ ヒサヤ Hisaya Tanaka

268 小林 悠真 コバヤシ ユウマ Kobayashi Yuma 全力で臨みます！！

269 上野 倫弘 ウエノ トモヒロ Ueno Tomohiro

　■70kｇ以下級 （9名）

NO ローマ字 選手からのコメント

270 君塚 龍二 キミヅカ リュウジ KIMIDUKA RYUJI 決勝進出できるよう頑張ります。

271 山本 剛大 ヤマモト タケヒロ Yamamoto Takehiro
5/3がボディビルデビュー戦で今回が2戦目になります。師匠と共に優勝を狙います。

宜しくお願い致します。

272 山本 倫也 ヤマモト トモナリ Tomonari Yamamoto ベストを尽くします

273 若林 広大 ワカバヤシ コウダイ Koudai Wakabayashi きんにく！

274 水上 直 ミズカミ タダシ Mizukami tadashi がんばります！

275 大塚 一輝 オオツカ カズキ Otsuka Kazuki チャレンジさせていただけることに感謝して頑張ります。

276 中村 真利男 ナカムラ マリオ Nakamura Mario

277 槌谷 尚之 ツチヤ ナオユキ Tsuchiya Naoyuki 頑張ります

　■75kg以下級 （10名）

NO ローマ字 選手からのコメント

279 安原 拓哉 ヤスハラ タクヤ Yasuhar Takuya

280 久岐 志衣磨 クキ シイマ Kuki Shiima

281 志澤 了輔 シザワ リョウスケ SHIZAWA RYOSUKE コロナ禍の中でも諦めない姿を見せたい

282 滝澤 勤 タキザワ ツトム TAKIZAWA TSUTOMU

今年45歳になります。競技暦は13年。いろいろ遠回りもしましたがボディビルが好き

で続けてきました。フリーポーズでステージにひとり、好きな曲でポージングできるこ

とに幸せを感じます。上位に残れるよう頑張ります！

283 田村 海駿 タムラ カイト Tamura Kaito

284 馬上 大志 バジョウ ダイシ Daishi Bajo

285 竹ヶ原 陸 タケガハラ リク Takegahara Riku 美しいポージングを目指します。

286 川崎 友大 カワサキ ユウタ kawasaki yuta 優勝目指して頑張ります！

287 松谷 和宗 マツタニ トモムネ Matsutani Tomomune 全力でやり切った結果をお見せします。

288 室山 進 ムロヤマ ススム SUSUMU MUROYAMA 今回初めて出場させてもらいます！がんばります！

　■75kg超級 （8名）

NO ローマ字 選手からのコメント

289 稲田 直己 イナダ ナオキ Inada Naoki

290 寺尾 拓真 テラオ タクマ Takuma Terao デビュー戦！精一杯やります！

291 植原 太地 ウエハラ タイチ Taichi Uehara

292 中溝 瑛一朗 ナカミゾ エイイチロウ NAKAMIZO EIICHIRO 過去最高のプロポーションで挑みます！

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ



293 塚田 英則 ツカダ ヒデノリ Tsukada Hidenori
月日が経つのは早いもので、いつの間にか55歳になってしまいました。残り少ない人

生悔いのないよう頑張ります。

294 伊藤 勝哉 イトウ マサヤ Ito Masaya 頑張りマッスル！

295 森田 智也 モリタ トモヤ Tomoya Morita ボディビルデビュー戦頑張ります！

296 馬場 真 ババ マコト BABA MAKOTO

私は千葉県で教員をやっています。仕事をしていく中で、生徒たちの無理なダイエット

や間違った知識での栄養摂取を間近で見てきました。私が中心となり、他の教員たちに

食事、栄養に関する知識や技能を共有し、全員で指導にあたれば若い子どもたちの健康

被害は未然に防げると考えました。そのためにもこの大会に出場したという結果が必要

であり周りが納得できる存在でいたいです。また、運動が得意な生徒たち（主に運動部

に所属している生徒たち）は新型コロナウイルスの影響で大会も中止になってしまい目

標を見失っています。そういった生徒たちがトレーニングに興味をもって新たな目標に

なることができれば幸いです。全ては子どもたちのために頑張りたいと思います。

　■マスターズ50歳以上級 （7名）

NO ローマ字 選手からのコメント

297 田中 久也 タナカ ヒサヤ Hisaya Tanaka

298 塚田 英則 ツカダ ヒデノリ Tsukada Hidenori
月日が経つのは早いもので、いつの間にか55歳になってしまいました。残り少ない人

生悔いのないよう頑張ります。

299 橋本 俊二 ハシモト シュンジ hashimoto syunji

300 植村 明 ウエムラ アキラ UEMURA AKIRA 3カテゴリーそれぞれの挑戦、楽しめたらと、思います！

301 斉藤 忠男 サイトウ タダオ Saitou Tadao
私のトレーニングの目標は 格好良い身体で 長く健康でいることです！トレーニングの

結果を見て下さい。

302 大石 直 オオイシ ナオ NAO OISHI コロナ禍でも日々積み重ねてきたトレーニングの成果を発揮したいと思います

303 藤本 和正 フジモト カズマサ FUJIMOTO KAZUMASA

　■ジュニア（23歳以下）の部 （3名）

NO ローマ字 選手からのコメント

304 竹ヶ原 陸 タケガハラ リク Takegahara Riku 美しいポージングを目指します。

305 小川 恭平 オガワ キョウヘイ Ogawa kyohei

306 樋口 雄大 ヒグチ ユウダイ Higuchi Yudai

　■新人の部 （15名）

NO ローマ字 選手からのコメント

307 小林 悠真 コバヤシ ユウマ Kobayashi Yuma 全力で臨みます！！

308 上野 倫弘 ウエノ トモヒロ Ueno Tomohiro

309 川崎 友大 カワサキ ユウタ kawasaki yuta 優勝目指して頑張ります！

310 松谷 和宗 マツタニ トモムネ Matsutani Tomomune 全力でやり切った結果をお見せします。

311 伊藤 勝哉 イトウ マサヤ Ito Masaya 頑張りマッスル！

312 森田 智也 モリタ トモヤ Tomoya Morita ボディビルデビュー戦頑張ります！

313 馬場 真 ババ マコト BABA MAKOTO

314 笠間 敦 カサマ アツシ Kasama Atushi ヘルニア持ちでも勝ってみせます

315 笹本 佳男 ササモト ヨシオ Sasamoto Yoshio 初出場、緊張しますが頑張ります！

316 山口 翔矢 ヤマグチ ショウヤ Yamaguchi Shoya
ボディビル、フィジークとのダブルエントリーです。隙のない仕上がりでステージに立

ちますので応援の程よろしくお願いします！

317 山本 俊和 ヤマモト トシカズ Yamamoto Toshikazu

318 川越 雄介 カワゴエ ユウスケ kawagoe yusuke

319 浅川 豊 アサカワ ユタカ Asakawa Yutaka フィジーク、ボディービル初出場です。よろしくお願いします。

320 長堂 嘉寿将 ナガドウ カズマサ Nagado Kazumasa こんなご時世でもボディビルが出来ることに感謝して、楽しみたいと思います。

321 室山 進 ムロヤマ ススム SUSUMU MUROYAMA 今回初めて出場させてもらいます！がんばります！

　■大学生の部 （1名）

NO ローマ字 選手からのコメント

322 松谷 和宗 マツタニ トモムネ Matsutani Tomomune 全力でやり切った結果をお見せします。

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ

氏名 カタカナ


